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新型コロナウイルスに関連した患者の発生について 

 

 

本日、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例（４

例）が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、取り急ぎ情

報提供させていただきます。 

そのうち、神奈川県の患者は、新型コロナウイルスのＰＣＲ検査を実施後に死亡、

その後、陽性であることが確認されたものです。 

また、和歌山県より報告された患者については医師の感染例であります。 

今回報告されたいずれの事例も、現時点では湖北省又は浙江省への滞在歴等の確認

はされておりません。 

厚生労働省は、いずれの症例についても、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調

査を確実に行うとしております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会、

関係医療機関等に対する周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 



◆国民の皆様へのメッセージ

○新型コロナウイルス感染症は、我が国において、現在、流行が認められている状況ではありませ

ん。国民の皆様におかれては、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケッ

令和2年2月13日（木）

【照会先】

健康局 結核感染症課

係長  山田　大悟

（代表電話） 03（5253）1111

報道関係者各位

新型コロナウイルスに関連した患者の
発生について（27例目） 

本日（２月13日）、神奈川県より、今般の新型コロナウイルスに関連し、死亡した症例の報告があ

りました。

新型コロナウイルスに関連した感染症の患者の発生が確認されたのは国内では27例目です。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

概要

（１）年代： 80代

（２）性別： 女性

（３）居住地： 神奈川県

（４）症状、経過：

１月22日　　倦怠感を認めた。

１月25日　　倦怠感や食思不振が増悪

１月28日　　近医を受診し、経過観察の指示となった

２月１日　　 倦怠感が増悪し、近医を再受診。肺炎の診断で別の医療機関に入院。

２月６日　　 抗生剤治療を受けるも呼吸状態は悪化し、他の医療機関に転院。

非侵襲的陽圧換気療法を開始。

２月12日　　呼吸状態悪化。新型コロナウイルスのPCR検査を実施。

２月１３日　 死亡確認。その後、PCR検査の結果が陽性であることが確認された。

（５）行動歴：

渡航歴なし。
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トや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。

○湖北省または浙江省から帰国・入国される方あるいはこれらの方と接触された方におかれまして

は、咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、事前に保健所へ連絡したうえで、

受診していただきますよう、御協力をお願いします。また、医療機関の受診にあっては、湖北省また

は浙江省の滞在歴があることあるいは湖北省または浙江省に滞在歴がある方と接触したことを事前に

申し出てください。

【多くの方が集まるイベントや行事等の参加・開催について】

〇多くの方が集まるイベントや行事等に参加される場合も、お一人お一人が咳エチケットや頻繁な手

洗いなどの実施を心がけていただくとともに、イベントや行事等を主催する側においても、会場の入

り口にアルコール消毒液を設置するなど、可能な範囲での対応を検討いただけますようお願いいたし

ます。

今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、国民の皆様への正確な情報提供に御協力をお願

いします。なお、現場での取材は、患者の方のプライバシー保護といった観点からも、お控えくだ

さい。

(参考）コロナウイルスとは

人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで６

種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV（重症急性呼吸器

症候群コロナウイルス）とMERS-CoV（中東呼吸器症候群コロナウイルス）以外は、感染しても通

常の風邪などの重度でない症状にとどまります。詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照

ください。

○国立感染症研究所　人に感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.h

tml

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要

です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらから

ダウンロードしてください。
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令和2年2月13日（木）

【照会先】

健康局 結核感染症課

係長  山田　大悟

（代表電話） 03（5253）1111

報道関係者各位

新型コロナウイルスに関連した患者の
発生について（28例目） 

本日（２月13日）、東京都より、今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の症例の報告があり

ました。

新型コロナウイルスに関連した感染症の患者の発生が確認されたのは国内では28例目です。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

概要

患者

（１）年代： 70代

（２）性別： 男性

（３）居住地： 東京都

（４）症状、経過：　

1月29日　発熱。東京都内の医療機関Aを受診。

２月３日　症状が改善しないため、医療機関Aを再受診し、肺炎像を認めた。都内の医療機関Bを紹

介され受診。

２月６日　医療機関Bを再受診し、入院。

２月12日　鑑別診断のための検査を実施するも特定の感染症と診断されず、新コロナウイルス感染

症を否定できないため検体を採取。

２月13日　都内の地方衛生研究所において新型コロナウイルス感染症の検査を実施し陽性と判明。

（５）行動歴：

本人からの申告によれば、発症前14日以内に湖北省または浙江省の滞在歴なし。

患者は都内在住のタクシー運転手であり、発症後は受診時を除き自宅療養しており、勤務はしてい

ない。発症後はマスクを着用し、自転車または自家用車で移動。

Page 1 of 2新型コロナウイルスに関連した患者の発生について（28例目）

2020/02/14https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09504.html



◆国民の皆様へのメッセージ

○新型コロナウイルス感染症は、我が国において、現在、流行が認められている状況ではありませ

ん。国民の皆様におかれては、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケッ

トや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。

○湖北省または浙江省から帰国・入国される方あるいはこれらの方と接触された方におかれまして

は、咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、事前に保健所へ連絡したうえで、

受診していただきますよう、御協力をお願いします。また、医療機関の受診にあっては、湖北省また

は浙江省の滞在歴があることあるいは湖北省または浙江省に滞在歴がある方と接触したことを事前に

申し出てください。

【多くの方が集まるイベントや行事等の参加・開催について】

〇多くの方が集まるイベントや行事等に参加される場合も、お一人お一人が咳エチケットや頻繁な手

洗いなどの実施を心がけていただくとともに、イベントや行事等を主催する側においても、会場の入

り口にアルコール消毒液を設置するなど、可能な範囲での対応を検討いただけますようお願いいたし

ます。

（その他）

今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、国民の皆様への正確な情報提供に御協力をお願

いします。なお、現場での取材は、患者の方のプライバシー保護といった観点からも、お控えくだ

さい。

(参考）コロナウイルスとは

人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで６

種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV（重症急性呼吸器

症候群コロナウイルス）とMERS-CoV（中東呼吸器症候群コロナウイルス）以外は、感染しても通

常の風邪などの重度でない症状にとどまります。詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照

ください。

○国立感染症研究所　人に感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.h

tml

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要

です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらから

ダウンロードしてください。
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◆国民の皆様へのメッセージ

令和2年2月13日（木）

【照会先】

健康局 結核感染症課

係長  山田　大悟

（代表電話） 03（5253）1111

報道関係者各位

新型コロナウイルスに関連した患者の
発生について（29例目）

　本日（２月13日）19時頃に、和歌山県より、今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の症

例の報告がありました。

　この患者は、１月31日に発症、２月10日より県内の病院に入院しており、県内の地方衛生研究

所での検査の結果、本日陽性が判明したものです。

　新型コロナウイルスに関連した感染症の患者の発生が確認されたのは国内では29例目です。

　本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

概要

（１）年代：　50代

（２）性別：　男性

（３）居住地：　和歌山県

（４）症状、経過：

１月31日 発熱。全身倦怠感出現。

２月５日 微熱に加え、腹痛、下痢の症状が出現。

２月８日 38℃の発熱が出現。自身が医師として勤務している県内の医療機関A及び他の医療機関B

を受診。CT上、肺炎像あり。

２月10日 県内の医療機関Bに入院。

２月13日 県内の地方衛生研究所において新型コロナウイルス感染症の検査を実施し陽性と判明。

（５）行動歴：

詳細は現在調査中。本人からの申告によれば、発症前14日以内に湖北省または浙江省の滞在歴な

し。
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○　新型コロナウイルス感染症は、我が国において、現在、流

行が認められている状況ではありません。国民の皆様におかれ

ては、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人

の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症

対策に努めていただくようお願いいたします。

【多くの方が集まるイベントや行事等の参加・開催について】

○　湖北省または浙江省から帰国・入国される方あるいはこれ

らの方と接触された方におかれましては、咳や発熱等の症状が

ある場合には、マスクを着用するなどし、事前に保健所へ連絡

したうえで、受診していただきますよう、御協力をお願いしま

す。また、医療機関の受診にあっては、湖北省または浙江省の

滞在歴があることあるいは湖北省または浙江省に滞在歴がある

方と接触したことを事前に申し出てください。

〇多くの方が集まるイベントや行事等に参加される場合も、お

一人お一人が咳エチケットや頻繁な手洗いなどの実施を心がけ

ていただくとともに、イベントや行事等を主催する側において

も、会場の入り口にアルコール消毒液を設置するなど、可能な

範囲での対応を検討いただけますようお願いいたします。

（その他）

今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、国民の皆様への正確な情報提供に御協力をお願

いします。なお、現場での取材は、患者の方のプライバシー保護といった観点からも、お控えくだ

さい。

(参考）コロナウイルスとは

人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで６

種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV（重症急性呼吸器

症候群コロナウイルス）とMERS-CoV（中東呼吸器症候群コロナウイルス）以外は、感染しても通

常の風邪などの重度でない症状にとどまります。詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照

ください。

○国立感染症研究所　人に感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.h

tml

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要

です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらから

ダウンロードしてください。
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◆国民の皆様へのメッセージ

○新型コロナウイルス感染症は、我が国において、現在、流行が認められている状況ではありませ

ん。国民の皆様におかれては、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケッ

トや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。

令和2年2月13日（木）

【照会先】

健康局 結核感染症課

係長  山田　大悟

（代表電話） 03（5253）1111

報道関係者各位

新型コロナウイルスに関連した患者の
発生について（30例目） 

本日（２月13日）19時30分頃に、千葉県より、今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の症

例の報告がありました。

この患者は、２月２日に発症、２月10日より千葉県内の医療機関に入院しており、千葉県内の地方

衛生研究所での検査の結果、本日陽性が判明したものです。

新型コロナウイルスに関連した感染症の患者の発生が確認されたのは国内では30例目です。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行ってまいります。

概要

（１）年代： 20代

（２）性別： 男性

（３）居住地： 千葉県

（４）症状、経過：　詳細は現在調査中

２月２日 発熱。

２月７日 咳。

２月10日 千葉県内の医療機関を受診。肺炎像を認めたため入院。

２月13日 千葉県内の地方衛生研究所において新型コロナウイルス感染症の検査を実施し陽性と判

明。

（５）行動歴：詳細は現在調査中

本人からの申告によれば渡航歴なし。
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○湖北省または浙江省から帰国・入国される方あるいはこれらの方と接触された方におかれまして

は、咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、事前に保健所へ連絡したうえで、

受診していただきますよう、御協力をお願いします。また、医療機関の受診にあっては、湖北省また

は浙江省の滞在歴があることあるいは湖北省または浙江省に滞在歴がある方と接触したことを事前に

申し出てください。

【多くの方が集まるイベントや行事等の参加・開催について】

〇多くの方が集まるイベントや行事等に参加される場合も、お一人お一人が咳エチケットや頻繁な手

洗いなどの実施を心がけていただくとともに、イベントや行事等を主催する側においても、会場の入

り口にアルコール消毒液を設置するなど、可能な範囲での対応を検討いただけますようお願いいたし

ます。

（その他）

今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、国民の皆様への正確な情報提供に御協力をお願

いします。なお、現場での取材は、患者の方のプライバシー保護といった観点からも、お控えくだ

さい。

(参考）コロナウイルスとは

人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで６

種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV（重症急性呼吸器

症候群コロナウイルス）とMERS-CoV（中東呼吸器症候群コロナウイルス）以外は、感染しても通

常の風邪などの重度でない症状にとどまります。詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照

ください。

○国立感染症研究所　人に感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.h

tml

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要

です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらから

ダウンロードしてください。
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